
２月の給食目標「栄養を考えて食べよう」

令和元年度 山梨県立やまびこ支援学校

あ　　か き　い　ろ み　ど　り
血や肉になるもの 力や熱になるもの 体の調子をととのえるもの

いわしの磯辺竜田揚げ 大豆　いわし　豚肉 米　麦　じゃがいも　油 人参　グリンピース　玉ねぎ

肉じゃが つみれ　わかめごはんの素　 しらたき　砂糖　みりん あさつき　ごぼう 861

つみれ汁　福豆 青のり　牛乳 酒　片栗粉　 kcal

豚肉のすき焼き風 豚肉　焼き豆腐 米　麦　砂糖　酒 えのきだけ　ねぎ　白菜　人参

ツナサラダ ツナフレーク　油揚げ しらたき　ドレッシング キャベツ　ブロッコリー　赤ピーマン 824

みそ汁　もみじまんじゅう みそ　牛乳 油　もみじまんじゅう ヤングコーン　大根 kcal

豆腐シューマイ 豚肉　錦糸玉子　鶏肉 米　麦　ごま油　油 人参　キムチ　つぼ漬け　ねぎ

春雨サラダ 木綿豆腐　焼売　ハム　　 いりごま　春雨　砂糖 きゅうり　干し椎茸　 762

豆腐の中華スープ　チーズ チーズ　牛乳 小麦粉　中華だし　酒 kcal

ホキの照りマヨ焼き ホキ　生揚げ 米　麦　ごま油　 人参　干し椎茸　ねぎ

クーブイリチー 細切り昆布　絹ごし豆腐 マヨネーズ　油　砂糖 ほうれん草　大根　バナナ 727

みぞれ汁　果物 ふじざくらポーク小間　牛乳 片栗粉　酒 kcal

ミモザサラダ 炒り玉子　きなこ パン　油　砂糖　小麦粉 ブロッコリー　カリフラワー　人参

水餃子 豚肉　鶏肉　牛乳 マヨネーズ　ドレッシング きゅうり　キャベツ　ねぎ　しょうが 773

果物 ごま油　いりごま 干し椎茸　りんご kcal

鶏肉のピーナッツ絡め 鶏肉　海藻ミックス 米　麦　片栗粉　みりん　 れんこん　きゅうり　人参　

海藻とれんこんのサラダ 絹ごし豆腐　わかめ 油　砂糖　酒　マヨネーズ コーン　白菜　大根　オレンジ 774

みそ汁　果物 みそ　牛乳 ドレッシング　ピーナッツ kcal

豚肉のしょうが炒め 豚肉　かまぼこ　 米　麦　酢　砂糖　 しょうが　もやし　人参　玉ねぎ

切り干し大根の胡麻和え 油揚げ　みそ　牛乳 ごま　里芋　ごま油 ピーマン　しめじ　切り干し大根 799

みそ汁　果物 油　 ほうれん草　さやえんどう　ぽんかん kcal

鯖のみそ煮 鯖　みそ　はんぺん 米　麦　こんにゃく しょうが　れんこん　ピーマン

蓮根のきんぴら わかめ　あさり　牛乳 油　いりごま　砂糖　 人参　水菜　バナナ 783

水菜のすまし汁　果物 酒 kcal

ハートのハンバーグ 鶏肉　わかめ　チーズ 米　麦　油　バター 玉ねぎ　ミックスベジタブル　マッシュルーム缶

わかめとチーズのサラダ ウインナー　ハンバーグ 砂糖　じゃがいも　ケチャップ ブロッコリー　赤ピーマン　黄ピーマン　 828

コンソメスープ　バレンタインデザート 牛乳 コンソメ　ガトーショコラ キャベツ　大根　オニオンソテー kcal

野菜サラダ 豚小間肉　 米　麦　油　バター　ドレッシング たまねぎ　しめじ　マッシュルーム缶　キャベツ

フルーチェ 生クリーム　かにかま　 ハヤシルウ　ケチャップ　 人参　にんにく　グリーンピース 851

牛乳 フルーチェ　ナタデココ トマトピューレ　きゅうり　パイン缶　みかん缶 kcal

ぶりの幽庵焼き ぶり　凍り豆腐　さつま揚げ 米　麦　こんにゃく ゆず果汁　人参　干し椎茸　

凍り豆腐の含め煮 油揚げ　木綿豆腐 里芋　砂糖　ごま油 スナックエンドウ　ごぼう　 843

けんちん汁　ヨーグルト ヨーグルト　牛乳 みりん 大根　絹さや kcal

鮭のちゃんちゃん焼き 鮭　かまぼこ　みそ　 米　麦　油　バター キャベツ　もやし　ピーマン　

小松菜の胡麻和え うずら卵　なると　 砂糖　酒　ごま 小松菜　人参　ブロッコリー 793

すまし汁　牛乳プリン 牛乳プリン　牛乳 みつば kcal

鶏のから揚げ 鶏肉　錦糸卵　刻みのり 米　麦　油　片栗粉 ゆかり　しょうが　にんにく　

野菜の磯和え　とろろ昆布汁　 とろろ昆布　牛乳 マヨネーズ　ゼリー ほうれん草　枝豆　ブロッコリー 895

ミルメークいちご　りんごゼリー 酒　ドレッシング　ミルメーク しめじ　人参　玉ねぎ　あさつき kcal

野菜かきあげ 豚肉　みそ　 うどん　じゃがいも　油 玉ねぎ　人参　ごぼう　グリーンピース

おかか和え かまぼこ　かつお節 砂糖　富士山ゼリー 干し椎茸　ねぎ　キャベツ　春菊 665

富士山ゼリー 卵　牛乳 小麦粉　 ほうれん草　大根　 kcal

あんかけかに玉 冷液卵　かにかま　もずく 米　麦　酒　油　砂糖 たけのこ　玉ねぎ　人参　ねぎ　干し椎茸

わかめとツナのごまあえ わかめ　しらす干し　 片栗粉　いりごま　ごま油 きゅうり　コーン　キャベツ　　 764

もずくのスープ　果物 ほたて貝柱　牛乳 ケチャップ　酢 しょうが　あさつき　バナナ kcal

白身魚フライタルタルソース たら　卵　ベーコン パン　薄力粉　パン粉　油 玉ねぎ　ほうれん草　大根

ほうれん草のサラダ ミートボール　牛乳 マヨネーズ　じゃがいも しめじ　人参　ブロッコリー 907

ポトフ　果物 ドレッシング　 キャベツ　ぽんかん kcal

鯖のみりん醤油焼き 鯖　おから　絹ごし豆腐 米　麦　こんにゃく　油 しょうが　ねぎ　ミックスベジタブル

卯の花炒り 油揚げ　みそ　牛乳 砂糖　酒 えのきだけ　しめじ　生しいたけ 799

みそ汁　果物 りんご kcal

揚げ餃子 豚肉　いか　えび 中華麺　油　中華だし キャベツ　もやし　玉ねぎ　人参

大根サラダ かまぼこ　牛乳 ごま油　砂糖　ごま きくらげ　にら　干し椎茸　大根 877

カステラ 酢　カステラ 白菜　コーン kcal

平均
食材料購入等の都合により献立名、材料等が変更になる場合があります。 800

以上　１８回 kcal

麦ごはん ○

20 木
ゆかりごは

ん
○
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18 火 麦ごはん ○

14 金
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ん
○
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ス
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28 金
長崎ちゃん
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○

27 木 麦ごはん ○

26 水
キャロット

ロール
○
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25 火 麦ごはん ○

13 木 麦ごはん ○

7 金
揚げパン

（きなこ）
○

12 水

麦ごはん ○

5 水
キムタクご

はん
○

3 月 大豆ごはん ○

10 月 麦ごはん ○

6 木

２月分 学 校 給 食 予 定 献 立 表

日
曜
日

献立名 食品の種類とはたらき
エネル
ギー

主食 副食
牛
乳

バレンタイン献立

節分献立

高３送る会

リクエストメニュー

食育の日
（北海道の郷土料理）

富士山の日献立


